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時間 内容 講師日程

  9:30-12:00

10:00-11:30

19:00-20:30

19:00-20:30

10:00-11:30

14:00-15:30

  9:30-12:00

19:00-20:30

19:00-20:30

14:00-15:30

13:30-15:30

16:30-18:50

19:00-20:30

10:00-12:00

13:30-15:00

15:15 -16:45

19:00-20:30

14:00-15:30

10:00-12:00

13:30-15:00

15:15 -16:45

10:00-11:30

6/  1（日）

6/  4（水）
6/  6（金）
6/  7（土）

6/  8（日）
6/  9（月）
6/11（水）
6/12（木）
6/14（土）
6/15（日）
6/18（水）
6/21（土）

6/25（水）
6/26（木）
6/28（土）

6/29（日）

私たちはまちなかキャンパス長岡を応援しています。（協賛金口数順・五十音順）
日本精機株式会社、朝日酒造株式会社、安達紙器工業株式会社、岩塚製菓株式会社、株式会社大光銀行
長岡グランドホテル、中川酒造株式会社、原信ナルスオペレーションサービス株式会社、株式会社北越銀行

まちなかカフェ まちなか大学 市民プロデュース ボランティア
企画講座

まちなか
大学院

 
休館日 6/3（火）、17（火）

6月の催しもの

　私は、50数年、武道を学んできました。武道の学びとは何かを考えると、武術は、反射行動を利用

した一撃性の技であり、武道は、深い思考を必要とする技をどう使うかという人格の問題です。知識

とそれをどう活用するかという問題にも共通することです。使い方を間違えれば、凶器や狂気にも変

貌します。正しく使えば、人を活かす道具にもなります。まちキャンの学びとは、道具を使う人間力を育

てる全人格的な学びの場だと思います。

　６月になり、少しずつ夏の暑さが迫ってきました。今年の夏も、まちキャンはアツい講座をたくさん取り揃えていま
す。夏休みに向け、子ども向け講座もたくさん開催します。お子さんだけでなく、保護者の皆さんも一緒に楽しめるよ
うな内容ですので、奮ってお申込ください。それではまた次号。

武道と武術羽賀学長の

まちキャン徒然日記

7月号に
つづく

◎無料保育サービス（6ヶ月～未就学）があります。希望される方は、講座日の10日前までにまちなかキャンパス長岡までご連絡ください。
◎材料費がかかる講座をキャンセルした場合、材料費を負担いただくことがございます。
◎（まちなかカフェのみ）事前申し込みされた方が講座開始後5分経過しても来られない場合、当日申し込みの方を優先いたします。
   事前申し込みがない方でも、ご自由に見学できます。

電話またはまちなかキャンパス長岡ホームページよりお申し込みください。お申し込み

注意事項

協賛企業

0258-39-3300Tel. http://www.machicam.jp
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6/10（火）～7/4（金）
※電話・HPで

新しいアイディアを導き出すブレインストーミング講座
④さまざまなテーマでやってみよう

レコードで語り合おう、ジャズの名盤

"世界から見た日本はこんなだった！
④スリランカから見た憧れの日本"

省エネから創エネへ！雪国長岡発の太陽電池

インドネシアのあるき方～その時私史が動いた～

気軽に「科博」と呼んでください。

新しいアイディアを導き出すブレインストーミング講座
⑤あっと驚くアイディアを見つけ出そう

栃尾出身・外山脩造の志を受け継ぐビール

世界から見た日本はこんなだった！
⑤支援者からパートナーの時代へ－アフリカと日本の関係－
より幸せに生きるための『片付け』＆『生前整理』
②今こそ！生前整理のスタートです
長岡花火まるかじり～花火を100倍楽しむために～
③花火を科学する

米百俵塾2014年オープニング記念講演

長岡野菜入門講座―これであなたも長岡野菜通―
①野菜の基礎知識／なぜ今、伝統野菜なのか
自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！
①天体望遠鏡を作ろう①
お互いを尊重し合う、コミュニケーションのススメ
①まずは、相手に興味をもつこと
お互いを尊重し合う、コミュニケーションのススメ
②己を知る・メタ認知がカギ！
長岡野菜入門講座―これであなたも長岡野菜通―
②これが長岡野菜！－16品目が選ばれた理由－
より幸せに生きるための『片付け』＆『生前整理』
③これからの人生をより幸せに生きるために！
自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！
②天体望遠鏡を作ろう②
お互いを尊重し合う、コミュニケーションのススメ
③やっぱり基本は「傾聴」です
お互いを尊重し合う、コミュニケーションのススメ
④相手と「共感」し、自分の気持ちを伝える

水難事故で望みをつなぐ方法

中小企業診断士 吉越喜宗

①ＦＭながおか　佐野護
②長岡大学　教授 松本和明
長岡技術科学大学　
准教授 アーシュ マーラシンハ
長岡工業高等専門学校
教授 片桐裕則
長岡技術科学大学 
学生 坂本卓磨

長岡市立科学博物館 学芸員

中小企業診断士
吉越喜宗
①アサヒビール株式会社 新潟支社長 日高伸一
②アサヒホールディングス株式会社 資料室 鈴木芳彰
①長岡技術科学大学 博士課程 ムジィヴィジィワ ミルトン
②まちなかキャンパス長岡 学長 羽賀友信
日本ハウスクリーニング協会認定整理収納清掃（３S）セミナー講師/
生前整理普及協会認定セミナー講師　 西山陽子

日本ハウスクリーニング協会認定整理収納清掃（３S）セミナー講師/
生前整理普及協会認定セミナー講師　 西山陽子

作家・米百俵塾名誉塾長 半藤 一利 ほか

長岡工業高等専門学校 
准教授 長部恵一

①長岡農業普及指導センター 普及指導員
②長岡野菜ブランド協会 会長 鈴木圭介

長岡工業高等専門学校 
准教授 長部恵一
新潟薬科大学 
臨床准教授 南雲陽子
新潟薬科大学 
臨床准教授 南雲陽子
長岡技術科学大学
教授 斎藤秀俊

長岡工業高等専門学校
嘱託教授 丸山一典

長岡技術科学大学　
教授 上村靖司

ＮＰＯ法人市民協働ネットワーク長岡
理事 佐竹直子

長岡野菜ブランド協会　
会長 鈴木圭介

小林虎三郎の意志を継ぎ、戊辰の戦禍から長岡の復興や教育に尽力した三島億二郎は、いわば「米百俵の精神」の実
践者です。その生涯や功績などを学びながら、私たちの生活や仕事、まちづくりの場でどのように「米百俵の精神」を生
かし、実践していくかを考えます。

人間・三島億二郎
士・農・商の協働で、戊辰の戦禍から復興を成し遂げた長岡。その精神こそが長岡のアイ
デンティティ「米百俵の精神」であり、復興の中心にいた人物が三島億二郎です。三島億
二郎はどのような人物だったのでしょうか。その人物像や人間性に迫ります。

盟友、岸宇吉に迫る
三島とともに、出自や身分を超えて長岡の未来を議論したランプ会の創設や第六十九国
立銀行（現北越銀行）の設立に携わるなど、長岡の復興を商業面から支えた商人・岸宇
吉に迫ります。また、商人から見た三島像を考察します。

三島億二郎の復興の心
戊辰後、焦土と化した長岡を復興させるべく、奔走する三島。長岡洋学校（現長岡高等学
校）の設立や産物会所・女紅場、銀行・病院の創設、北海道開拓など、士・農・商の自立の
道を模索します。その背景や精神を踏まえ、三島の目指した復興の姿を学びます。

4

5

6回で3,000円定員

ねらい

受講料 会 場30名（抽選） まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室　ほか

1

2

3

若者から見える"米百俵"の姿
歴史から学び、これからの長岡の未来を考え、活動を続ける若者のグループがあります。
彼らの視点で、彼らの言葉でつづられる「米百俵の精神」、そして長岡の未来とはどのよ
うなものでしょうか。

三島億二郎の業績を知るために、ゆかりの場所をバスで巡ります。銀行、病院、学校、業
績を顕彰する石碑・銅像、長岡市立中央図書館が所蔵する日記（市指定文化財）などの
見学をとおして、三島の人物像を探り、あわせて、三島を評価する人々の思いに迫ります。

左記のとおり

越後RYO-MA倶楽部  
石丸千也／代表、  恩田富太／千桜塾 塾長、　樺沢敦、　野水恒人  

7/19（土）
13：30～14：30

7/19（土）
14：45～16：15

8/30（土）
13：30～14：30

8/30（土）
14：45～16：45

河井継之助記念館
館長 稲川明雄

長岡大学
教授 松本和明

9/20（土）
13：30～15：00

河井継之助記念館　
館長 稲川明雄

長岡市立中央図書館
文書資料室
主査 田中洋史

ごうぎな長岡人になるために
長岡の復興に尽力した「ごうぎな長岡人」・三島億二郎。ワークショップをとおして、「ごう
ぎな長岡人」、そして「米百俵の精神」を継承・実践するにはどうしたらよいか、自らの立場
で考えます。

6 NPO法人市民協働ネットワーク長岡　
理事 佐竹直子
理事 阿部巧 　ほか

現在に残る三島億二郎の足跡
い　 ま

10/4（土）
9：30～12：30まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場会 場

6

会場：長岡市立科学博物館

会場：長岡工業高等専門学校

会場：長岡技術科学大学

1

抽選
申込期間

まちキャン通信編集部 まちなかキャンパス長岡運営協議会 広報分科会 〒940-0062 新潟県長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト4F  
TEL.0258-39-3300  FAX.0258-39-3301  E-mail.machicam@city.nagaoka.lg.jp

月号
発行：平成26年6月2日
6
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まちづくり市民研究所（第2期）は「米百俵」がテーマです。そちらもご覧ください。 P5



7月のまちなかカフェ 講座一覧

7月の市民プロデュース講座

申込開始

6/10（火）～
※電話・HPで

申込開始

6/10（火）～
※電話・HPで

おいしいコーヒー、紅茶を飲みながら
気軽に楽しめる講座です

各500円（1ドリンク付）定員 受講料

会場

各20名（先着）

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場 申込 最終ページをご覧ください

2 5

新潟野球ドットコム
代表 岡田浩人

新潟県の高校野球学 ～まだまだ『最終回は、終わらない』～
躍進が続く新潟県の高校野球。2009年夏の甲子園で準優勝を果たした日本文理高校の躍進
の舞台裏を描いたノンフィクション『最終回は、終わらない』の著者が、新潟県高校野球の歴史
と今後の展望を熱く語ります。2014年夏の新潟大会の大予想も。高校野球ファン必聴です！

7/4（金）
19：00～20：30

PATISSERIE
CAFE VIGO
代表 河上剣斗

野菜とスイーツのマッチング！長岡野菜でベジスイーツを作ろう
野菜をふんだんに使ったお菓子、ベジスイーツが流行っています。「甘くてかわいい」だけがお
菓子ではない、そんなことに気づかせてくれるのが、ベジスイーツの魅力です。プロと一緒に、
長岡野菜を使ったベジスイーツを作ってみましょう。

4F 創作交流室会 場 材料費 エプロン、タオル500円

7/6（日）
11：00～13：00

持 物

角上魚類株式会社
代表取締役社長
栁下浩三

日本一の魚屋を目指して
スーパーの水産品の廃棄率は平均で6.6%と言われているなか、0.05%という驚異的な低さ
を誇る会社があります。「廃棄は会社への背信行為」という考えが、社員一人ひとりに徹底さ
れている証です。超有名魚屋の、創業から現在に至るまでのエピソードや、流通システムの秘
密を紹介します。

7/10（木）
19：00～20：30

ものしり博士に聞く、信濃川と長生橋の話
長岡を流れる大河・信濃川。そこには数々の歴史やドラマがあります。例えば昔、信濃川近辺
の家には洪水に備え舟が常備されていました。そして長生橋の中州にはなんと茶屋があった
のです。また、ツツガムシを駆除することで遊びやすい川になったという歴史もあります。そ
んな川のおもしろ話を、二人のものしり博士が紹介します。

株式会社エコロジーサイエンス
主査研究員 樋口勲
長岡市立中央図書館 
文書資料室
田中洋史

長岡市立中央図書館所蔵 7/25（金）
19：00～20：30

講師

3回で600円（1名につき）定員 受講料 材料費30名（先着）
持物 エプロン、しゃもじ（耐熱性のもの）、出来上がったえごを入れる容器（弁当箱３個程度）

1家族1,500円

初めてのえご作りにチャレンジ ！
新潟の伝統食・えご作りの基本を学びます。煮溶かして冷やすと自然に固まる不思議な海藻・えご草
の特徴を理解したうえで、原料の取扱いやえごを練る時の水分量、温度などポイントを押さえて、まずは
自分でえごを作ってみます。

えご名人の技を学ぶ♪
1回目のえご作りの反省をもとに、「越後えご保存会」のえご名人たちが持つ熟練のえご作りの技を学びま
す。えごの練り方、ゴミの取り除き方など、ちょっとしたコツで仕上がりが違ってきます。美味しくて見た目もきれ
いな、一歩進んだえごを作れるようになりましょう。

7/28（月）
13：00～15：00

8/18（月）
13：00～15：00

えご作りレシピ応用編 ！ ！
醤油や酢味噌で食べる以外にも、えごにはさまざまな食べ方があります。「えごようかん」「味付けえご」など、昔か
ら伝わるレシピを紹介し、自分でも作ってみます。また、えごの珍しい食べ方も紹介し、試食してみます。えごを活用
した食の楽しみが広がります。

8/25（月）
13：00～15：00

越後えご保存会
対象 えご作り初心者（お子さん、お孫さん連れ大歓迎）

えごってなあに？郷土食えご作りにチャレンジ

会場 まちなかキャンパス長岡 4F 創作交流室

1

2

3

市民研究員を募集します。
昨年９月に開設した「まちづくり市民研究所」。市民が地域課題の解決策を創りだすプロジェクトです。
平成２６年度からの第２期では、長岡の誇る「米百俵の精神」を教育やビジネス、地域活動などで実践し
てもらうためのプログラムや長岡の誇りとなる仕組みづくりを研究します。

まちづくり市民研究所（第２期）

研究内容　「米百俵の精神」伝承・実践プログラムづくり
研究期間　平成２６年９月～平成２７年８月
活動時間　平日夜、土曜日を中心として月１回程度
定　　員　１５名程度
会　　場　まちなかキャンパス長岡 ほか
指導教員　長岡大学 教授　松本和明さん

第２期のまちづくり市民研究所と研究員の活動内容を説明します。

日　　時   ７月３日（木）19:00～20:00
会　　場　まちなかキャンパス長岡 ５０１会議室
申し込み　６月１０日（火）から電話またはまちキャンHPから。

４階情報提供ルームに、
新聞を設置しました。読売
新聞、朝日新聞、新潟日報
の３紙を揃えてあります。
待ち合わせやちょっと立ち
寄った際など、気軽にご利
用ください。

説明会を開催します！

新聞を設置しました！

「まちキャンスタッフ」を募集します

まちなかキャンパス長岡４階交流広場の
ピアノを一般開放します。
本格的なピアノを弾いてみませんか。

↑昨年９月からの第１期は「みんなで取り
組む、防災教育体制」をテーマに、８月の
成果報告に向け研究を進めています。

日　　時   6月22日（日）16:00～18:00
申し込み   不要。当日先着順で受け付けます。一人20分まで。
会　　場   まちなかキャンパス長岡

日　　時　講座のある日から、都合に合わせて選択可能。前月に予定をお聞きします。
報 酬 等　なし。駐車券支給。
申し込み　随時受け付けます。まちなかキャンパス長岡ＨＰ掲載のまちキャンスタッフ
              登録申込書に記入の上、メール、郵送、持参いずれかで。

まちなかキャンパス長岡で、ボランティアしませんか？ 

あなたのアイデアでまちが変わる！

ピアノを無料開放します。
ピアノを弾いてみませんか？

主な業務内容

①講座の受付（受講料の受け取りや、資料の配布） ②まちなかカフェのお茶の用意 
③講座風景の写真撮影 ④講座会場の設営、復旧 ⑤広報

Topic
1

Topic
2

Topic
3

Topic
4



7月の子ども向けカフェ講座一覧

6月の子ども向けまちなか大学 抽選
申込締切

～6/13（金）
※ハガキ・HPで

抽選
申込締切

～6/16（月）
※ハガキ・HPで

申込 P4をご覧ください

申込 P4をご覧ください

3

小学1～6年生とその保護者15組（抽選）

もくぎゅう

長岡造形大学
市民工房講師 
飯塚亜裕子

長岡造形大学の工房で、こども芸術家になろう！
長岡造形大学の市民工房は、ガラス工芸、陶芸、染織など本格的なものづくりが可能な設備
が充実しています。硬いガラスを熱で変形させる技法「キルンワーク」を用い、食卓に映えるき
れいなお皿を作ります。

ピクトグラムをデザインしよう～まちキャンの案内サインを考える～
ピクトグラム（絵ことば）は、人に伝えたい情報を絵で表すことで、言葉の壁を乗り越えて受け手に分かりや
すく伝えてくれます。この講座では、まちキャンの施設の中で必要なピクトグラムをみんなで探し、企画・制作
を行います。このワークショップを通して、人の役に立つデザインについて子どもの目線で考えていきます。

長岡造形大学
准教授 吉川賢一郎

©（財）交通エコロジー・
   モビリティ財団 7/19（土）

13：00～15：00

7/21（月・祝）
13：30～16：30

小学5年～中学3年生12組（保護者同伴可・抽選）定 員

8月下旬に講評会・展示を行います（自由参加）。その他
デジタルカメラ（あれば）持 物まちなかキャンパス長岡内会 場

2,500円（昼食代含む）山古志

長岡造形大学
教授 後藤哲男

山古志の牛を見て「木牛」を作ろう
木牛は子どもたちの成長を願う玩具として、古くから山古志で遊ばれてきました。実際に山
古志へ行き、牛の角突きの映像や本物の牛を見学し、自分だけの木牛を作りましょう。見た
牛の色や姿を木牛で再現するのも面白いですよ。 7/27（日）

11：00～17：30

会 場 材料費
（移動時間を含む）

定 員

長岡工業高等専門学校
教授 中村奨

ゴム動力飛行機を作って飛ばそう！
ゴムの力でプロペラが回るライトプレーンを作りましょう。翼はスチレンペーパーで作ります
ので、とっても簡単です。でも、長い時間飛ばしたり、高く飛ばすにはちょっとコツがいりま
す。大空に舞い上がる飛行機を、みんなで一緒に作りませんか。 7/26（土）

14：00～15：30

長岡工業高等専門学校（現地集合）会 場 300円材料費

長岡造形大学（現地集合） 4,000円会 場 材料費

小学1～6年生とその保護者20組（抽選）定 員

500円（1ドリンク付）受講料

小学1～6年生とその保護者20組（抽選）定 員

1

2

3

光の屈折の講義で知識を深めた後、天体望遠鏡を自身で組み立てることで望遠鏡の仕組み
を理解します。また、星の基本知識を学び、実際に天体観測を行うことで、天文や自然科学へ
の興味を養います。

定員

ねらい

小学1～6年生とその保護者20組（抽選） 3回で2,000円受講料 5,000円材料費

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場

月や土星を見てみよう！

天体望遠鏡を作ろう①
天体望遠鏡工作キットを使って、望遠鏡本体を作ります。星が光る理由や光の色と性質、屈折式望遠
鏡や、対物レンズの意味など、望遠鏡の仕組みを学びながら、望遠鏡の本体を組立てます。

天体望遠鏡を作ろう②
天体望遠鏡を支える木製の三脚を作ります。木の材料を組み立て、釘を打って固定すると、丈夫な三
脚が出来上がります。これで天体観測の準備万端です。

星座や惑星について学びながら、自分で作った望遠鏡で、天体観測をします。月のクレーターや、土星
が見えたら、とても感動的！遠い宇宙がぐっと身近に感じられることでしょう。

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

6/21（土）
10：00～12：00

6/28（土）
10：00～12：00

7/5（土）
19：00～20：00

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

長岡工業高等専門学校
准教授 長部恵一

長岡工業高等専門学校（現地集合）

セロハンテープ、はさみ

セロハンテープ、はさみ、輪ゴム、あれば金づち

7/5（土）が天候不良の場合は7/12（土）19：00～20：00に開催します。

持 物会 場

まちなかキャンパス長岡 4F 交流広場会 場 持 物

会 場

予備日

自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！



7月の子ども向けまちなか大学 抽選
申込締切

～6/16（月）
※ハガキ・HPで

申込 ページ下段をご覧ください

4

100円（　 で必要）

長岡の里山や河川には、哺乳類や魚をはじめ、多くの"いきもの"たちが暮らしています。
実際に、山や川でいきものを観察したり、講義を通じて、いきものを身近に感じてもらい、命の
大切さや美しい自然の素晴らしさを学びます。

定員

ねらい

小学1～6年生とその保護者20組（抽選） 3回で2,000円受講料 材料費

「アニマルトラック＆バードトラックハンドブック」 今泉忠明著 自由国民社 
「日本の淡水魚（増補改訂フィールドベスト図鑑）」 木村義志監修 学習研究社

3

長岡のいきもの博士になろう！

1

2

3

川魚の世界をさぐってみよう！

どうぶつの暮らしをのぞいてみよう！
新潟県にはクマやサルなどの大型どうぶつがたくさん暮らしています。一体どんな暮らしをしているので
しょうか。ムササビグライダーづくりなどを楽しみながら、彼らの暮らしをのぞいてみましょう。

里山のいきものをさがしてみよう！
国営越後丘陵公園里山フィールドミュージアムを舞台に、里山を探索します。里山にはどんないきものが
暮らしているのでしょうか。採って、触って、観察して調べてみましょう。

長岡を流れる日本一の大河・信濃川には、たくさんの支流が注いでいます。今回、その支流の一つ栖吉川
の中に入って、そこで暮らすさまざまな魚たちの世界に触れてみましょう。

長岡技術科学大学
准教授 山本麻希

7/19（土）
10：00～11：30

7/26（土）
10：00～12：30

8/9（土）

生物多様性保全
ネットワーク新潟
事務局 井上信夫
NPO法人越の里山倶楽部

NPO法人越の里山倶楽部
専務理事 河合佳代子
里山サポートスタッフ

国営越後丘陵公園 里山フィールドミュージアム または現地集合

栖吉川、サンライフ長岡（現地集合）

はさみ、のり

服装・持物

服装・持物 汚れてもよい服装、長ぐつ、帽子、タオル、着替え、雨天時レインコート･傘など
その他

会 場

汚れてもよい服装、帽子、水着、マリンシューズまたはぬれてもよいスニーカー（サンダル不可）、
着替え一式、タオル、雨具、飲み物（お茶等）、ビニール袋、持っている人は釣り用ウエイダー（大人）、タモ網など

別途、入園料がかかります。また、自家用車でお越しの場合、駐車料金がかかります。

講座

バス集合・解散

会 場

会 場

持 物

10：00～12：30

9：20～13：10

まちなかキャンパス長岡 3F 301会議室

子ども向け講座は抽選です。
　官製ハガキまたは子ども向け講座一覧※1に附属するハガキに、必要事項（住所、氏名（子ども、保護者）、学年、電話
番号、受講を希望する講座名）を記載のうえ、送付・持参（必着）いただくか、まちなかキャンパス長岡のホームページから
電子申請にてお申し込みください。
　抽選で受講者を決定し、メールまたはハガキにて結果をお知らせします※2。（抽選日後、1週間経過しても連絡のない
場合はお手数でもお問い合わせください）
　抽選申込締切後、定員に達していない場合は、追加申し込みを先着順で受け付けます。

※1  5月下旬に長岡市内の小・中学校を通じて児童・生徒に配布済です。まちなかキャンパス長岡4Fサービスカウンターにもあります。
※2  まちなか大学「自分で作った天体望遠鏡で宇宙をのぞこう！」のみ、抽選の結果を電話でお知らせします。

抽選
申込開始

6/2（月）

抽選申込締切（必着） 抽選日 追加申込開始

6月の講座

7月の講座

6/13（金） 17:00

6/16（月） 23:59

6/13（金）

6/17（火）

6/14（土） 8:30～

6/20（金） 8:30～

※まちなか大学は初回の日が基準となります。

※ハガキまたは
　電子申請


